
第 9 回東工大スプリント兼東関東対抗戦 

プログラム （関東パーク Oツアー2018） 

 

変更点は黄色ハイライトで記載しています。 

 

1. 概要 

〇開催日時 2018 年 10 月 13 日(土) 雨天決行・荒天中止 

〇開催場所 東京工業大学 大岡山キャンパス 

〇会場   大岡山南 5 号館 1 階 S512,S514,S515,S516 

〇主催   東京工業大学オリエンテーリング部 

      実行委員長・運営責任者 櫻木嵩斗 (東京工業大学 2017 年度入学) 

      競技責任者       河野貴大 (東京工業大学 2017 年度入学) 

作図責任者       櫻井一樹 (東京工業大学 2017 年度入学) 

渉内責任者        山本洵哉 (東京工業大学 2017 年度入学) 

エントリー責任者    古殿直也 (東京工業大学 2017 年度入学) 

イベントアドバイザー  仁多見剛 (埼玉県) 

〇ホームページ http://olt.main.jp/sprint18/ 

  

http://olt.main.jp/sprint18/


2. 交通 

会場まで東急大井町線、東急目黒線大岡山駅より徒歩 10 分。 

以下のルートで会場までお越し下さい。学内は通過しないでください。 

大岡山駅すぐ近くの東京工業大学正門にて役員が誘導を行っています。 

大学正門から会場まで黄色のスズランテープでテープ誘導を行います。 

駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 

 



3. 受付 

下記の大会規約に署名していただくため、参加者の方には受付を行っていただきま

す。出走前には必ずお越し下さい。 

 

4. 会場 

会場レイアウトは以下の通りです。他団体の使用している講義室もあるため、よく確

認して利用してください。 

 

・公式掲示板は S514 読み取り受付会場内の正面の黒板に設置してあります。出走前

にご確認ください。 

・会場内の飲食は禁止です。飲食の際は会場の外をご利用ください。 



5. タイムスケジュール 

午前の部 

9：00 受付・当日受付開始（開場） 

10：00 午前の部トップスタート 

11：30 リレーオーダー変更締め切り 

12：00 当日受付締切 

12：20 午前の部スタート閉鎖 

13：05 午前の部ゴール閉鎖 

午前の部表彰式 

 

午後の部 

13：25 FR一走スタート 

13：30 ER一走スタート 

14：45 繰り上げスタート 

14：50 午後の部スタート閉鎖 

15：30 午後の部ゴール閉鎖 

午後の部表彰式 対抗戦結果発表 

16：30 会場閉鎖 

  



6. 競技情報 

○競技形式：ポイントオリエンテーリングスプリント競技  

午前の部 スプリント競技 

午後の部 スプリント競技および団体戦 

SPORTident 社製電子パンチングシステム使用（SIAC タッチフリー） 

 

〇使用地図 「国立大岡山公園 東京工業大学」 2018 年 8 月～10 月調査 

 縮尺 1:4000 

 走行可能度 4 段階表示 

 等高線間隔 2m 

 地図サイズ A4 

 

〇テレインプロフィール 

 国内理工系トップクラスの東京工業大学の大岡山キャンパスは都心からすぐ近くの

立地であるにもかかわらず、都内の大学の中でも屈指の広さを誇り、緑豊かな環境、

落ち着いた雰囲気が流れています。また、登録有形文化財に指定された本館などの近

代建築とその形から｢チーズケーキ｣と呼ばれ学生たちに親しまれている附属図書館な

ど特徴のある最新建築が共存しています。 

テレイン内は多くの建物で構成されており正確なナビゲーション能力が必要である

ことはもちろん、大岡山の地名の通り起伏に富んだテレインを走り抜ける体力も要求

されます。また好タイムを出すためには通称「ロマンス坂」と呼ばれる線路沿いに広

がる急勾配の坂を駆け抜ける登攀力と精神力が必要となっています。 

  



〇クラス 

午前の部：メインレース 

・参加者多数のため、Long クラスを Long1 と Long2 の二つに分割します。 

・Long2 は KOLC・東京農工大学・筑波大学・千葉大学 OLC・茨城大学 OLD を所属と

してエントリーしている人、Long1 はその他の参加者向けのクラスです。 

・全コースの競技時間は 45 分です。競技時間を超える見込み、または超えた場合は速や

かにフィニッシュを通過してください。 

・Extraを除く各クラス上位 3位までを表彰いたします。また Long1、Long2、Middle、

Short各クラス内で最上位の女性選手を特別表彰いたします。 

 

午後の部：3人リレー 

 

クラス 対抗戦クラス 距離 アップ ウィニング/一人 ウィニング/チーム 

ER MER WER 3.1km 35m 14分 42分 

FR MFR WFR 2.9km 30m 15分 45分 

 

・競技時間は 2時間です。競技時間を超える見込み、または超えた場合は速やかにフィニ

ッシュを通過してください。 

・繰り上げスタートは 14：50に行います。未出走の選手はこの時間に出走していただき

ます。出走した選手がいるチームは参考記録とします。 

・各クラス上位 3チーム表彰いたします。また ER、FR各クラス内で最上位の女性選手の

みで構成されたチームを特別表彰いたします。 

・午後のリレーで使うゼッケンは午前の部終了後会場で封筒に入れてお渡しします。 

 

〇注意事項 

・出走の度に SIACカードの「クリア」「チェック」を行うことを参加者の義務といた

します。スタート役員の指示に従い、必ずこれらの操作を順番に行って下さい。操作

をせずに出走された場合には失格となります。万が一にもチェックステーションが反

応しない場合にはスタート役員まで申し出て指示に従って下さい。 

クラス 対抗戦クラス コース 距離 アップ ウィニング 

Long1  Long1 2.8ｋｍ 45ｍ 13分 

Long2 ME, WE Long2 2.8ｋｍ 45ｍ 13分 

Middle MF Middle 2.3ｋｍ 30ｍ 13分 

Short WF Shrot 2.0ｋｍ 25ｍ 13分 

Extra  Extra 3.7ｋｍ 55ｍ 17分 



・SIカードはスタート地区にてメインレーススタート時にお渡しいたします。追加出

走、ならびに午後のリレーでは同じ SIカードを使います。SIカードの回収は出走す

るコースをすべて終えたタイミングで、計センにて行います。 

・一つのコースを走り終えたら、次のレースの前に必ず計センで読み取りを行ってく

ださい。 

・午前の部の読み取りは会場内、午後の部(リレー、並びに午後コースの個人追加出

走)の読み取りはリレーフィニッシュの誘導中となります。何らかの理由で完走出来な

い場合でも、必ず計センで読み取りを行って下さい。読み取りがなされていない場合

には行方不明者扱いとなります。午前の部と午後の部で読み取り実施箇所が異なりま

すので、ご注意下さい。 

・競技中のテープ誘導は赤白テープで行います。必ず従ってください。   

・ゴール→会場への誘導は緑色のテープで行います。 誘導は約10分です。 

・コースによって公道を横切る場合があります。その際には係員の指示に従って通行

してください。  

・地図上で表記されている立ち入り禁止区域には一切立ち入らないでください  

・コントロール位置説明表はスタート地区で配布します。  

・ゴール地点には給水所を設置します。   

・公序良俗に反しない服装で出走してください。 

・コースによっては下草が生い茂っている場所を走ることになります。  

・路面状況によって足下が滑りやすくなっている場所がございますので注意してくだ

さい。 

・一部狭い箇所がありますので注意して走行してください。 

・怪我をしている選手を発見した場合救護を優先してください。また直ちに近くの係

員にお申し付けください。 

・大会当日、本学の学生や職員がいることが予想されます。競技中は必ず一般の方の

通行を優先してください。 

・リレーオーダーの変更は、事前の場合メールで、当日の場合 11：30までに、会場内

受付に用紙を提出して下さい。 

  



7. 大会申し込み情報 

 

※事前申し込みは 10 月 7 日をもって終了します。10 月 7 日以降に申し込みを希望す

る方は，当日申し込みとなります。 

 

午前の部：メインレース 

・コースは Long1,Long2, Middle, Short の 3 つをご用意しています 

・関東パークＯツアーの対象クラスは午前中競技のＬクラスとします。 

・メインレースの参加費は３コース共通で以下の通りです。 

 

 一般参加者 新人 

 

事前申し込み 

 

当日申し込み 

 

 

1300 円 

 

1500 円 

 

800 円 

 

1000 円 

※新人は学連登録１年目の選手のことを指します。  

・コンパスの貸し出しは無料でおこなっております。但し数に限りがありますのでご注

意ください。 

・マイ SI カードは使用できません。参加費には SI カードのレンタル代も含まれていま

す。 

  

午後の部：3 人リレー 

・3 人一組のチームでのリレーです。ER(上級者チーム用), FR(新人チーム用)の 2 コー

スをご用意しています。 

・リレーの参加費は ER, FR 共通で以下の通りです。 

・リレーメンバーは所属クラブが異なっていても構いません。 

・リレーメンバーが 3 人に満たない場合は、リレーチームの斡旋も行っております。そ

の場合こちらで，斡旋希望者同士のチームを編成させていただきます。 

 

事前申し込み 

 

チームの斡旋を希望 

 

 

1 チーム 3000 円 

 

1 人 1000 円 

・午前の部に申し込んでいただいたチームは 1000 円を割引させていただきます。 



午前の部に参加して，チームの斡旋を希望する方は 300 円割引させていただきます。 

・リレーの当日参加はできませんのでご注意ください。 

 

追加出走 

追加出走はメインレース同様、事前申し込みの他、会場受付にて当日申し込みも可能で

す。ただし、地図枚数には限りがございますのであらかじめご了承ください。 

 

当日・事前申し込みともに 

 

 

1 コースあたり 400 円  

 

 

・追加出走は 

午前の部のメインレース出走後から午前の部スタート閉鎖（10：00～12：30） 

午後の部のリレー出走後から午後の部スタート閉鎖（13：40～15：00） 

の間で出走できます。何本でも出走できますので気軽にご参加ください。 

 

要項では午後でも午前と同じく Extra, Long, Middle, Short の追加出走を可能、として

いましたが、安全上の観点から午後の追加出走できるコースを変更いたしました。申し

訳ありません。事前の申し込みで追加出走を希望された方で，追加出走なさらない方は

受付にお申しつけください。追加出走の代金を返金いたします。 

 

午前と午後で追加出走できるクラスは以下の通りです。 

午前追加出走 Extra, Long1,Long2, Middle, Short 

午後追加出走 ER のうち１コース, FR のうち 1 コース 

 

 

・家族やグループでコースを回りたい方々は、一人分の料金で走ることができます。そ

の際、１グループにつき SI カード、地図それぞれ 1 枚となります。追加でほしい場合

は SI カード、地図それぞれ 1 枚 200 円が別途必要となります。グループで参加したい

方はその旨と使用するその他の SI カードと地図の数をエントリーシート備考欄でお伝

えください。なお他の参加者もいらっしゃいますので、グループ参加の方はスタート時

刻が遅めになる事をご了承ください。 

 

 

〇申し込み方法 

本大会はメールによって事前申し込みしていただけます。  

 



大会ホームページよりエントリーシートをダウンロードし、情報の記入をしていただき、

エントリーシートをメールに添付して、下記連絡先に送信してください。参加費は申し

込み後 3 日以内に下記口座への入金をお願いいたします。申し込みメールと入金が確認

でき次第、折り返しで確認メールを送らせていただきます。もし届かない場合には本要

項の「１０お問合わせ」にある連絡先のいずれかにお知らせください。 

 

 

申込先  

 

titech.sprint9th＠gmail.com 

 

事前申し込みの締め切りは 10 月 7 日(日) 23：59 までとなります。 

 

口座 

 

振込人の名義は「ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 姓 名」でお願いします 

 

 

 

8. 大会規約 

上記の保険と並行して、以下の大会規約にも同意していただきます。出走前に署名し

ていただきますので、必ず受付をお願いいたします。 

大会規約 

1. 主催者、及び東京工業大学は、傷病や紛失、その他の事故に際し、

応急処置を除いて一切の責任を負いません。 

2. Siカードとコンパスについて、主催者から貸し出した資材を紛失

された場合、実費にて負担していただきます。 

  

みずほ銀行 

大岡山支店（店番号：145） 普通預金 

口座番号：1869732 

名義：東工大オリエンテーリング部（ﾄｳｺｳﾀﾞｲｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞﾌﾞ） 



9. その他 

○地図販売  

Long1,Long2, Middle, Short, Extra 一枚 200 円 

ER, FR 三枚セット 400 円 

全ポスト図 一枚 400 円 

事前申し込みの際に予約購入していただくことも可能です。 

当日販売はなくなり次第終了となります。 

 

○注意事項 

・表彰式では賞状と景品を差し上げます。表彰式に出られない方は受付にて事前に

賞状と景品をお渡しします。 

・本大会において申し込まれた個人・団体の情報は本大会運営のみに使用し、その

他の目的に使用することはありません  

・希望者にはコンパスの貸し出しを無料でします。ただし、破損、紛失をした場合

には実費として、3000円をいただきます。 

・貴重品は各自で管理して下さい。 

・各自で出したごみは必ず各自でお持ち帰り下さい。 

・一般来校者と接触事故を起こさないよう十分に注意して競技をして下さい。  

・キャンパス内では全面禁煙となります。喫煙所等のスペースで喫煙をしないよう

願いいたします。 

・ピン付きシューズの使用はお控えください。 

・荒天や交通機関のトラブルが発生した際の中止の場合には、大会当日の朝 7 時ま

でにホームページ等で報告します。 

・構内のコンビニはご利用いただけません。 

  

10. お問い合わせ 

ご不明点・ご質問などがございましたら、お手数ですが★を@に直し、下記の連絡先ま

でご連絡ください。 

メール：titech.sprint9th★gmail.com 

（上記に連絡がつかない、返信が来ない場合はこちらにお願いいたします） 

メール（櫻木）：sakuragi.titech★gmail.com 

 

大会当日のご連絡はこちらにお願いします。 

電話（櫻木）：080-9678-9888 


